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　１月25日（水）から１月29 日（日）まで開催した第７回亀山市
美術展は、日本画、洋画、写真、書、陶芸、彫刻・工芸
の６部門に127点の出品がありました。見事、各賞に輝いた
皆さんは次のとおりです。（敬称略）

市 展市 展第７回

市長賞受賞作品（６作品） 日本画「花の語らい」 若林澄子

写  真「クライマックス」 早川新一

洋  画「大地の母」 加藤俊治

陶  芸「趣味を楽しむ」 林　定子

彫刻・工芸
「風の誘惑」
 原　善彦

書「北杜夫の詩」
井田滋子（慈光）

きたもりお

じこう

日 本 画　欠田一美 【華やぐ】
洋　　画　水谷 和則 【関宿夏祭り「宵闇の山車」】
写　　真　安藤　明 【Harbor】
　 書 　　松岡 徳雄 【送友人】
陶　　芸　小林 善郎 【焼締大壺Ⅲ】
彫刻・工芸　石田 舜索 【これが、いい。】

議　長　賞
かけだ

よいやみ や　ま

とくお ゆうじんをおくる

よしお やきしめおおつぼ さん

しゅんさく

日 本 画　該当作品なし
洋　　画　岩本 敬子 【あさきゆめみし】
写　　真　平野　武 【祈】
　 書 　　山田 浩美（映翠）【陶淵明詩】
陶　　芸　小林 加代子　【ふらわーしょっぷ・和】
彫刻・工芸　岡本 利見 【（銅）光と影】

芸術文化協会会長賞

とうえんめいのしえいすい

なごむ

としみ

岡田文化財団賞
ふるはた ゆきひろ む ろ う じ

ちんこん

やすくに

やきしめつぼ

日 本 画　西部 隆哉　【未来へのまなざし】
洋　　画　坂上 てる代 【亀山の花に魅せられて】
写　　真　伊藤 隆彦 【出番前】
　 書 　　髙橋 慶子（慶水） 【崔曙詩】
陶　　芸　津村  浩 【無釉焼締花入】
彫刻・工芸　竹田 君江 【モデル】

教育長賞
にしぶ

さかがみ

けいすい さいしょし

むゆうやきしめはないれ

日 本 画　古簱 敬廣 【春の室生寺】
洋　　画　増田 ハツミ 【鎮魂の海】
写　　真　瀧本 麻須美 【Square】
　 書 　　安国 友紀子 【三好達治の詩】
陶　　芸　青山 伸枝 【焼締壺】
彫刻・工芸　松岡 美沙 【白い命】　
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　この時季は、風が強く空気も乾燥し、火災が発生しやすく
なります。火の元を再点検し、火災予防に努めましょう。

　市民の皆さんに、火災予防運動を周知するため、サイレ
ンを吹鳴します。火災と間違わないようお願いします。

※市内を10地区に分けて集計しました。

春の火災予防運動

●サイレンの吹鳴 ３月1日（木）　午前７時

　一般家庭を訪問し、防火に関する相談、火気使用器具な
どの点検指導を行います。

　火災の発生件数は、35件で前年に比べて11件
増加しました。
　原因として４月に雨が少なく乾燥した日が続い
たため、たき火や田畑の枯れ草焼きなどから火災
が多発しました。
　また、建物火災も前年に比べて２件増加し、６
月には住宅火災で高齢者が犠牲になっています。
主な出火原因は、たき火、放火・放火の疑い、こ
んろとなっています。
　火災にならないよう十分注意しましょう。

　市内全世帯を対象に実施したアンケート調査で、
住宅用火災警報器の設置率は、69.4％でした。
　尊い生命や財産を守るために、住宅用火災警報器
を設置されていない住宅は、早期に設置しましょ
う。

　少年消防クラブは、消防・防災に関する知識を身
に付け、将来の地域防災を担う子どもたちを育成す
るクラブで、平成24年度に新たに結成します。
　放水体験、ロープの結び方、レンジャー体験、煙
体験、応急手当ての方法、消火器の取り扱いなどの
体験を通じて、防災について学びます。ぜひご応募
ください。
応募資格　市内在住の小学３年生から５年生（平成
　24年度新４年生～６年生）
募集人数　20人（先着順）
申込期間　２月15日（水）～３月15日（木）
申込方法　申込用紙に記入の上、消防本部予防室へ
　郵送または持参してください。
※詳しくは、市ホームページまたは消防本部予防室
　へお問い合わせください。

●防火指導の実施

項　目
建物

火
災
件
数

死
傷
者

１
位

7 9 +2
林野 1 1 +-0
車両 7 6 -1
その他 9 19 +10
合計 24 35 +11
焼死（人） 0 1 +1
負傷（人）

坂下地区

設置率の高い地区ベスト３

88.5％

２
位 神辺地区 76.3％

３
位

亀山地区 74.8％

関地区 74.8％

2 3 +1

22年 23年 増減

３月１日　 ～７日木 水

防火ポスター優秀賞
亀山西小学校６年
伊藤理香子さん

平成23年の火災概要

住宅用火災警報器設置率は69.4％ 少年消防クラブ員募集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

はしご車の
試乗体験もあるよ！！

消防本部予防室（☎82－9492）
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市民アナウンサー
　　　市民記者を募集！
市民アナウンサー
　　　市民記者を募集！
市民アナウンサー
　　　市民記者を募集！

マイタウンかめやま

市民アナウンサー市民アナウンサー

　行政情報番組「マイタウンかめやま」では、市
民アナウンサーが行政からのお知らせや地域の
身近な話題、イベントなどを紹介しています。

応募資格　
●市内に住所を有する20歳以上の人
●毎週火曜日に次のいずれかの時間で収録が可
　能な人
　①午前の部　②午後の部　③夜の部
　（収録時間は１時間程度です。申し込み時に希
　望の時間帯を申し出てください。）
出演期間　４月１日～平成25年３月31日
内　容　スタジオ収録など（スタジオは関支所内）
募集人数　８人程度
※応募者多数の場合は、面談の上決定します。
応募期限　３月９日（金）必着　
応募方法　企画部広報秘書室、関支所、あいあ
　いに備えてある応募用紙に必要事項を記入の
　上、企画部広報秘書室へ提出してください。
※応募用紙は、市ホームページからもダウンロ
　ードできます。
その他　　
●謝礼として記念品を贈呈します。
●火曜日の収録以外に出演をしていただくこと
　もあります。
●市民アナウンサー経験者も応募可としますが、
　未経験者を優先させていただきます。

広報かめやま

市民記者市民記者

　広報かめやまでは、「市民記者が行く！！　か
めやま見てある記」のコーナーで、市民記者が取
材した地域の身近な話題や行事などを掲載して
います。

応募資格　市内に住所を有する20歳以上の人
活動期間　４月１日～平成25年３月31日
内　容　地域の身近な話題や行事などの取材や
　写真撮影、取材した記事の作成など
募集人数　３人程度
※応募者多数の場合は、面談の上決定します。
応募期限　３月９日（金）必着
応募方法　企画部広報秘書室、関支所、あいあ
　いに備えてある応募用紙に必要事項を記入の
　上、企画部広報秘書室へ提出してください。
※応募用紙は、市ホームページからもダウンロ
　ードできます。　
その他　
●謝礼として記念品を贈呈します。
●市民記者経験者も応募可としますが、未経験
　者を優先させていただきます。

企画部広報秘書室（☎84－5021）
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暮らしの情報 BOX

人権・保健に関する
「デートDV防止講演会」
健康福祉部子ども総合センター

子ども支援室
（あいあい　☎83－2425）

2012モータースポーツ
ファン感謝デー

文化部観光振興室（☎96－1215）、
鈴鹿サーキット（☎059－378－
1111）

もよおし

お知らせ

かめやま防災塾
危機管理局（☎84－5035）

水道メーターの取り替え
上下水道部上水道室
（☎97－0622）

献血にご協力ください
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

子どもの誕生日祝金制度を
廃止します

市民部保険年金室（☎84－5005）

第12回アクティブトーク
市民部市民相談協働室
（☎84－5008）

　障がい者の自立支援活動を行っ
ている杉田宏さんをお招きし、市
民活動を通じたバリアフリーへの
取り組みに関する講演会を開催し
ます。
と　き　２月25日（土）
　　　　午後１時30分～３時30分
ところ　市民協働センター「みら
　い」１階多目的ホール
演　題　「めざそうバリフタウン
　亀山モデルのスタート」
参加費　無料
※申し込みは不要です。

と　き　３月２日（金）
　　　　午後３時30分～５時
ところ　あいあい２階大会議室
内　容　若年層におけるDV（ドメ
　スティックバイオレンス）やそ
　の防止など
講　師　NPO法人「女性と子ども
　のヘルプライン・MIE」水谷典
　子さん
対象者　デートDVの防止に関心
　のある人
参加費　無料
※申し込みは不要です。

　鈴鹿サーキットで開催されるモ
ータースポーツファン感謝デーに
合わせて、2012鈴鹿F1グランプ
リ地域活性化協議会キックオフイ

ベントを開催します。協議会の取
り組みの紹介や、亀山市と周辺市
町の観光・物産PRのほか、各種
イベントを開催します。
と　き　３月３日（土）、４日（日）
　午前９時～午後５時（時間は予定）
ところ　鈴鹿サーキット
入場料　無料（ページ右下の入場
　券を持参してください）
※駐車料金1,000円／台は別途必
　要です。

　地域の防災や減災活動を担うこ
とのできる人材を育てる場として、
三重大学や市民活動団体「かめや
ま防災ネットワーク」と協働して
開催します。
と　き　
▷３月10日（土）…避難所の運営
　について～避難所運営ゲーム～
　（演習形式）
▷３月11日（日）…自主防災活動、
　三重県の防災対策、かめやま防
　災ネットワークの活動（講義形式）
※いずれも午後１時～４時15分
ところ　あいあい２階大会議室
定　員　30人
申込期間　２月20日（月）～29日（水）
申込方法　危機管理局へ電話でお
　申し込みください。
※両日・全項目に出席した人を受
　講修了とさせていただきます。

　街頭献血では、血液の安全性や
医療機関のニーズに応じた400ml
献血をお願いしています。
と　き　２月24日（金）
　　　　午前９時30分～ 11時
ところ　市消防本部
献血できる人　18歳（男性は17歳）
　から69歳までの健康で体重が
　50kg以上の人

※65歳以上の人や海外に渡航歴の
　ある人、服薬中の人は献血でき
　ない場合があります。

　第３子以降の未就学児の誕生月
に祝金として３万円を支給する制
度を４月から廃止します。出生時
の祝金は、従来どおり継続します。
　これにより、平成23年度に出
産された人やこれまで誕生日祝金
を受給されていた人は、来年度以
降の誕生日祝金は支給されません
ので、ご了承ください。
その他　祝金を受けることができ
　る人で、市税等の滞納があり、
　受けられなかった人や未申請の
　人には1年間の経過措置があり
　ますので、お尋ねください。

　市では、市指定水道工事事業者
に委託して水道メーターの取り替
えを行っています。取替代金は無
料で、対象家庭の「使用水量のお
知らせ」にメーター取替対象と印
字しますのでご確認ください。
取替期間　２月20日（月）～28日（火）
※不在の場合でも取り替える場合
　があります。
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※当日限り、
　10名まで
※切り取って
　お持ちください
※別途駐車料金
　1,000円/台は必要
平成24年３月３日（土）

平成24年３月４日（日）
※当日限り、10名まで
※切り取ってお持ち

ください
※別途駐車料金

1,000円/台
は必要

2012モータースポーツ
ファン感謝デー

2012モータースポーツ
ファン感謝デー

入　場　券

入　場　券
2012モータースポーツ

ファン感謝デー
2012モータースポーツ

ファン感謝デー



　平成23年度分の下記の予防接
種と健診などの費用の助成金の申
請期限は３月31日（土）です。期限
内に必ず申請してください。
▷予防接種費用
・インフルエンザ（市外接種分）
・肺炎球菌
・水痘
・おたふくかぜ
・麻しん風しん（定期接種以外）
・BCG（定期接種以外）
▷妊婦健康診査費用（県外受診分）
▷犬猫の避妊等手術費用

  「女性の健康週間」は女性が生涯
を通じて健康で明るく、充実した
日々を過ごすことを総合的に支援
することを目的としています。

　女性はライフステージごとに特
有の悩みや健康づくりへの取り組
み方が変わってきます。家庭、地
域、職場、学校などのさまざまな
場で女性の健康づくりを総合的に
支援することが求められていま
す。
　この週間を機に、健康づくりの
輪を広げていきましょう。

　行政情報番組“マイタウンかめ
やま”で放送した健康推進講座（し
ゃっきり健康体操）のDVDやビデ
オを無料で配布します。
対　象　40歳以上の人で構成され
　る10人以上の団体（１団体につ
　き１枚（本））
配布時期　３月下旬
申込期限　２月29日（水）
申込方法　健康福祉部健康推進室
　へ電話または直接お申し込みく
　ださい。

　西野公園体育館の改修工事につ
いて、工事期間が下記のとおり変
更になり、施設の一部が利用でき
なくなります。
工事期間
　２月13日（月）～ 17日（金）
　　　　　　↓
　３月21日（水）～ 29日（木）

暮らしの情報 BOX

3月1日～８日は
女性の健康週間です
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

健康づくり・介護予防の
教材DVD等を無料配布します

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

予防接種費用と健診費用の
助成金の申請はお済みですか

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

西野公園体育館
利用休止のお知らせ

西野公園体育館（☎82－1144）

市民部保険年金室（☎84－5005）　津年金事務所（☎059－228－9188）

年金だより 20歳になったら「国民年金」

　日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人は
国民年金に加入し、保険料を40年間（480月）納め
た人は、65歳から満額（平成23年度年額788,900
円）の老齢基礎年金が受け取れます。
　また、病気やけがで障がいが残ったときは障害
基礎年金を、一家の働き手が亡くなったときは18
歳未満の子を持つ妻、または18歳以下の子が遺族
基礎年金を受け取れます。
　しかし、納め忘れがあると、年金額の減額や、
受け取れなくなる場合があります。
　そこで、国民年金保険料の納付は、便利で確実
な口座振替をお勧めします。口座振替には、当月

分保険料を当月末に引き落として、月々 50円割
引する早割制度や、現金納付よりも割引額が多い
６カ月前納・１年前納もあります。

申込場所　金融機関または年金事務所
必要なもの　納付書または年金手帳、通帳、
　金融機関届出印

申込期限

２月末日

２月末日

８月末日

前　納　の　種　類

４月分から翌年３月分

４月分から９月分

10月分から翌年３月分

１年前納

６カ月
前納

おわびと訂正
亀山消防署（☎82－9493）
　広報かめやま２月１日号の
11ページ「救急医療情報システ
ム」の内容に一部誤りがありま
した。正しくは下記のとおり
です。おわびして訂正します。
●パソコン　　http://www.qq.
　pref.mie.lg.jp/
●携帯電話　　http://www.qq.
　pref.mie.lg.jp/k/

URL

URL
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

各種検診・教室 あいあい体操教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

妊婦教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）あいあいトレーニング室

利用説明会
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

と　き　３月７日（水）、29日（木）
　　　　午後２時～３時
ところ　あいあい１階トレーニン
　グ室
スタッフ　健康運動指導士、保健師
対象者　市内に住所を有している人
募集人数　各回５人（先着順）
参加費　無料
持ち物など　室内用トレーニング
　シューズ、タオル、運動のでき
　る服装
申込開始日　２月21日（火）
申込方法　健康福祉部健康推進室
　へ電話または直接お申し込みく
　ださい。
その他　中学生以下、幼児連れの
　人は利用できません。

と　き　
▷初級編…３月５日（月）
▷中級編…３月23日（金）
※いずれも午後２時～３時
※両方には参加できません。
ところ　あいあい１階集団指導室
スタッフ　健康運動指導士、保健師
対象者　市内に住所を有している人
募集人数　各回25人（先着順）
※初めて参加する人を優先します。
参加費　無料
持ち物など　タオル、運動のでき
　る服装
申込開始日　２月21日（火）
申込方法　健康福祉部健康推進室
　へ電話または直接お申し込みく
　ださい。

と　き　３月28日（水）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい1階集団指導室
内　容　母乳やお母さんの歯の健
　康、産後の生活について
対象者　市内に住所を有する妊婦
　とその夫
募集人数　12人（先着順）
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳
申込開始日　２月21日（火）
申込方法　健康福祉部健康推進室
　へ電話または直接お申し込みく
　ださい。申込時に簡単な問診を
　します。

考えてみよう！共生考えてみよう！共生
文化部共生社会推進室（☎84－5066）

食卓での夫婦の会話

人権 国際化男女共同参画

　共働きの夫婦が、久しぶりに夕食をともに
しました。
　会話もはずみ、夕食を終えたところで、夫
が「皿洗い手伝うよ」と言って立ち上がりまし
た。すると妻が、それに応えて 「ありがとう。
でも…」 と話し始めた
のです。
　さて、この後、妻は
何を言おうとしたので
しょうか。

  「男は仕事、女は家庭」といった考え方が、いまだ
社会に多くある中で、夫が家事を手伝うという、一
見なごやかな家庭の風景に思えます。「何が問題な
の？」と考える人も少なくないのでは…？「皿洗い
手伝うよ」という言葉からは、夫のどのような意識
がうかがえるでしょうか。

何が問題なの？

  「妻も働いていて疲れているのだから、手伝おう」
と夫は素直に思ったのでしょう。一見思いやりがあ
るやさしい夫のようですが、夫の意識の中には「皿
洗い（家事）はもともと妻の仕事」という思い込みが
うかがえないでしょうか？もしかすると、妻はこの
意識に異議を唱えたかったのかもしれません。

手伝うって？

出典：岡山県「人権ハンドブック
　　　The Personal is Political」
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と　き　３月６日（火）
　　　　午前10時30分～ 11時
ところ　関子育て支援センター
　（関乳幼児センターアスレ内）
内　容　身につけたい生活習慣
講　師　健康福祉部健康推進室
　　　　保健師
対象者　乳幼児とその保護者
参加費　無料
※申し込みは不要です。

と　き　２月23日（木）　
　　　　午前10時～正午
ところ　昼生地区コミュニティセ
　ンター
対象者　市内在住のおおむね65歳
　以上の人や介護予防に関心のあ
　る人
参加費　無料
持ち物など　上靴（スリッパ不可）、
　動きやすい服装
※申し込みは不要です。

と　き　３月３日（土）、10日（土）、
　17日（土）　午前10時～ 11時　
　（全３回）
ところ　東野公園体育館アリーナ
対象者　小学１～４年生の児童と
　その保護者
募集人数　10組（先着順）
参加費　１人900円（スポーツ傷
　害保険料含む）
持ち物など　体育館シューズ、運
　動のできる服装
申込開始日　２月22日（水）
申込方法　参加費を持参の上、東
　野公園体育館へお申し込みくだ
　さい。

　けがなどをしない正しいウォー
キングフォームやマシンの使い方
をアドバイスします。いろんなウ
ォーキング方法やトレーニング方
法も紹介します。
と　き　2月28日（火）　
▷ウォーキング…午前10時～11時

▷シェイプアップセミナー…午前
　11時～正午
ところ　東野公園体育館
対象者　18歳以上の人
募集人数　20人（先着順）
参加費　各100円
持ち物など　室内シューズ、動き
　やすい服装
申込期間　２月16日（木）～25日（土）
申込方法　参加費を持参の上、東
　野公園体育館へお申し込みくだ
　さい。

と　き　３月８日（木）
▷午前の部…午前10時30分～ 11
　時30分
▷午後の部…午後１時～２時
ところ　東野公園体育館会議室
募集人数　15人（先着順）
参加費　500円
持ち物など　運動のできる服装
申込開始日　２月23日（木）
申込方法　参加費を持参の上、東
　野公園体育館へお申し込みくだ
　さい。

暮らしの情報 BOX
ぽっぽくらぶ親子教室
関子育て支援センター
（☎96－0181）

骨盤体操教室
東野公園体育館（☎83－1888）

ウォーキングセミナー
シェイプアップセミナー
東野公園体育館（☎83－1888）

親子体操教室
（わんぱくクラス）

東野公園体育館（☎83－1888）

市営住宅入居者募集市営住宅入居者募集 建設部建築住宅室（☎84－5038）

受付期間　
　２月22日（水）～３月２日（金）
※入居資格や申し込みに必要な書類
　の説明をしますので、受付期間に
　限らず、建設部建築住宅室へお問
　い合わせください。
※応募のなかった住宅は、抽選日の
　翌日から先着順に申し込みを受け
　付けます。
※抽選日は未定です。
入居時期　４月下旬（予定）
受付場所　建設部建築住宅室

※家賃は収入月額に応じ、４階層に分かれています。
※（　）の住宅は、高齢者世帯、障がい者世帯、母子世帯などの
　優先入居住宅です。
※上記以外に10戸（単身者専用）の募集を予定しています。
　詳しくは建設部建築住宅室へお問い合わせください。

住　宅　名

（高塚住宅Ｋ－１号）

羽若住宅Ｊ－８号

鹿島住宅Ｇ－10号

家　　 賃

18,200円～ 27,000円

21,600円～ 32,200円

18,300円～ 27,300円

　   所　　在

高塚町9番101号

羽若町493番地1

北鹿島町9番302号

寝たきりにならないための
ニコニコ体操

亀寿苑在宅介護支援センター
（☎84－1212）

き  じゅ えん
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

教育委員会
非常勤職員の募集
教育委員会教育総務室
（☎84－5072）

●給食調理員
募集人数　１人
職務内容　学校給食の調理
応募資格　調理師免許取得者
勤務場所　市内小学校または関学
　校給食センター
勤務時間　原則として午前８時15
　分～午後５時（７時間45分）
勤務日数　年間240日以内
賃　金　時間給1,150円（予定）
●給食調理補助員①
募集人数　１人
職務内容　学校給食の調理補助
勤務場所　市内小学校または関学
　校給食センター
勤務時間　原則として午前８時15
　分～午後４時15分（７時間）
勤務日数　年間220日以内
賃　金　時間給820円（予定）
●給食調理補助員②
募集人数　１人
職務内容　学校給食の調理補助
勤務場所　市内小学校
勤務時間　原則として午前９時30
　分～午後３時30分（５時間）
勤務日数　年間220日以内
賃　金　時間給820円（予定）
●給食調理補助員③
募集人数　１人
職務内容　学校給食の調理補助（給
　食調理員と給食調理補助員の補
　充勤務）
勤務場所　市内小学校または関学
　校給食センター
勤務時間　原則として午前８時15
　分～午後４時15分（７時間）
勤務日数　年間65日程度
賃　金　時間給820円（予定）

 

●マイクロバス運転手
募集人数　２人
職務内容　スクールバスの管理・
　運行およびその他学校業務
応募資格　大型免許取得者
勤務場所　関小学校
勤務時間　原則として午前７時～
　午後５時（８時間・休憩２時間）
勤務日数　年間240日以内
賃　金　時間給1,100円（予定）
●幼児用マイクロバス運転手
募集人数　１人
職務内容　幼児用マイクロバスの
　管理・運行およびその他の幼稚
　園・学校業務
応募資格　大型免許取得者
勤務場所　関幼稚園、関小学校
勤務時間　原則として午前８時～
　午後５時（８時間）
勤務日数　年間240日以内
賃　金　時間給1,100円（予定）
●マイクロバス運転手
募集人数　１人
職務内容　スクールバス、幼児用
　マイクロバスの管理・運行およ
　びその他幼稚園・学校業務
応募資格　大型免許取得者
勤務場所　関小学校、関幼稚園
勤務時間　原則として午前７時～
　午後５時（８時間・休憩２時間）
勤務日数　年間40日程度
賃　金　時間給1,100円（予定）
 

●幼稚園教諭補助員
募集人数　１人
職務内容　預かり保育、園児バス
　添乗業務
応募要件　幼稚園教諭免許取得者
　で、保育に関し知識や経験、意
　欲がある人
勤務場所　関幼稚園
勤務時間　原則として午後１時15
　分～５時15分（４時間）
勤務日数　年間240日以内
賃　金　時間給1,000円（予定）
共通事項
任用期間　４月１日～平成25年
　３月31日
通勤手当　通勤距離区分に応じて
　支給
社会保険など　原則として、雇用
　保険、健康保険、厚生年金保険、
　労災保険（幼稚園教諭補助員と
　給食調理補助員②は、雇用保険
　と労災保険のみ加入。給食調理
　補助員③は労災保険のみ加入）
募集期限　２月29日（水）必着
試験方法　書類選考、面接
応募方法　教育委員会教育総務室
　（〒519－0195　本丸町577）へ履
　歴書を持参または郵送してくだ
　さい。

募　集

３月３月 幼稚園・保育所の
　　　　子育て支援事業
幼稚園・保育所の
　　　　子育て支援事業

のの

亀山子育て支援センター　（あいあい　☎84－3314）

URL

　３月の各園の園開放と子育て相談
日時など詳しくは、子育て支援セン
ターと各園だよりのほか市ホームペー
ジでお知らせしています。

　  http://www.city.kameyama.mie.jp/kodomo_ka/
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●補導員
募集人数　８人
業務内容　青少年の補導・相談業
　務、青少年対策の企画など
応募資格　青少年教育に関する知
　識や経験のある人
勤務時間　原則として①午前11時
　30分～午後５時30分、②午後３
　時～９時のどちらか６時間
勤務日数　年間204日以内
●支援員
募集人数　２人
業務内容　青少年の自立支援に関
　する相談業務、支援業務の企画
　など
応募資格　青少年の自立支援に関
　する知識や経験があり、社会福
　祉士・心理カウンセラー等の免
　許を有する人
勤務時間　原則として午前８時30
　分～午後５時15分
勤務日数　年間240日以内
共通事項
賃　金　時間給1,100円（予定）
任用期間　４月１日～平成25年３

　月31日
社会保険など　原則として、健康
　保険、厚生年金保険、雇用保険
勤務場所　青少年総合支援センタ
　ー（青少年研修センター内）
募集期限　２月27日（月）必着
応募方法　教育委員会生涯学習室
　（〒519－0195　本丸町577）へ履
　歴書を持参または郵送してくだ
　さい。後日面接を実施します。
その他　普通自動車免許（AT限
　定可）が必要です。

●心理相談員
募集人数　２人
業務内容　子ども（０歳～ 18歳）
　の発達心理相談や発達検査など
応募資格　心理関係大学院卒
　　　　　（心理関係学部卒可）
勤務場所　あいあい
勤務時間　原則として午前８時30
　分～午後５時15分
勤務日数　年間240日以内
賃　金　時間給1,100円（予定）

社会保険など　原則として、健康
　保険、厚生年金保険、雇用保険
●保育補助員
募集人数　１人
業務内容　療育相談（発達につま
　ずきのある子どもと保護者への
　支援）
応募資格　保育士資格
勤務場所　待機児童館「ばんび」２階
勤務時間　午前８時30分～午後０
　時30分
勤務日数　年間96日以内
賃　金　時間給1,000円（予定）
社会保険など　なし
共通事項
任用期間　４月１日～平成25年３
　月31日
募集期限　２月22日（水）必着
応募方法　健康福祉部子ども総合
　センター子ども支援室（〒519－
　0164　羽若町545）へ履歴書を持
　参または郵送してください。
※応募者については、面接を実施
　します（日時は別途通知します）。

暮らしの情報 BOX
青少年総合支援センター
非常勤職員の募集
教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

子ども総合センター
非常勤職員の募集

健康福祉部子ども総合センター
子ども支援室

（あいあい　☎83－2425）

歴史博物館からのお知らせ 歴史博物館（☎83－3000）３月の催し３月の催し

〈常設展示室　主な展示内容〉 
「第20回テーマ展示　江戸時代のお侍さんのくらし
知られざる武家の生活」

〈歴史講座〉 
「江戸時代の日記から紐解く武家のくらし」
と　き　３月11日（日）　午後１時30分～３時
内　容　武士であった天野錦洞斎が残した日記から、
　当時の武家のくらしをご紹介します。
定　員　40人（先着順）
参加費　無料
申込期限　３月10日（土）
申込方法　歴史博物館へ電話でお申し込みください。

常設展示観覧料　
一般：200円、児童・生徒・学生：100円　
※小学生未満と70歳以上の人、心身障がい者と
　その介助者は無料
※土・日曜日は小・中学生は無料
※毎月第３日曜日（家庭の日）は無料
開館時間　午前９時～午後５時（常設展示室への
　入場は午後４時30分までにお願いします）
※休館日…毎週火曜日（祝日の場合は翌日）
　  http://kameyamarekihaku.jpURL

あま の きんとうさい
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

「わくわくらぶ」のハイキング
参加者募集

Let’sスポーツわくわくらぶ
（☎080－1608－6119、FAX96－2997）
　石山観音まで、のんびりとハイ
キングを楽しみましょう。
と　き　３月18日（日）
　午前９時30分～（集合出発）
※小雨決行
集合場所　ＪＲ関駅
コース　ＪＲ関駅→萩原→石山観
　音→関ドライブイン→ＪＲ関駅
　（約９㎞）
募集人数　50人
参加費　300円（会員100円）
※集合時に集めます。
持ち物など　弁当、動きやすい服装
申込期限　３月15日（木）
申込方法　　「Let’sスポーツわく
　わくらぶ」へ電話またはファク
　スでお申し込みください。
※申し込み時に、住所、氏名が必要です。

と　き　３月８日（木）
ところ　タートルエースゴルフ倶
　楽部（山下町1055）
募集人数　40組160人（先着順）
プレー費　
▷キャディー付…13,030円
▷セルフプレー…10,530円
参加費　1,000円（運営費）
申込期限　２月25日（土）
申込方法　市ゴルフ協会事務局へ
　電話でお申し込みください。

3月3月

個人使用デーは、団体の専用予約が入りません。それ以外の日は、専
用予約が入ると個人使用ができませんので、事前に各施設へお問い合
わせください。

体育館　曜日ごとの競技種目の限定はありません。
プール　スイミングキャップの着用をお願いします（貸し出
　しは行っていません）。小学３年生以下の児童が泳ぐ時は
　保護者の付き添いが必要です。
※点検、清掃のため３月13日（火）～18日（日）は休み
個人使用デー　毎週水曜日

体
育
施
設
の

一
般
公
開

体
育
施
設
の

一
般
公
開

曜日
月 テニス
火 卓球・バドミントン バドミントン

卓球・バドミントン バドミントン
水 バスケットボール・バレーボール
木
金 卓球・バドミントン
土 卓球・バドミントン
日 卓球・バドミントン

午前 午後 夜間
●西野公園体育館

※（   ）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

午前   9:00～12:30（12:00）
午後 13:00～17:30（17:00）
夜間 18:00～21:30

＜施設利用時間＞

※（   ）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

一般 100円（200円）
中学生以下   50円（無料）

＜施設利用料金＞

個人使用デー　３月５日（月）～９日（金）

曜日
月 卓球・ニュースポーツ
火 バドミントン・ソフトバレー
水 バスケットボール
木 バレーボール
金 バドミントン
土 卓球 バレーボール
日 バスケットボール

午前 午後 夜間

個人使用デー　３月12日（月）～16日（金）

（☎82－1144）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

●東野公園体育館（☎83－1888）

第21回市民ゴルフ大会
参加者募集

市ゴルフ協会事務局
（都築　☎82－3311）

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「坂下宿を散策しよう！」
●エンドコーナー（みずほ台幼稚園③）
●文字情報

２月17日～22日

※午前６時～午前０時まで30分番組（文
　字情報を含む）を繰り返し放送してい
　ます。なお、放送内容を変更する場
　合がありますので、ご了承ください。

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「東海道のおひなさま
　in　亀山宿・関宿」
●エンドコーナー（風景とイベント）
●文字情報

２月24日～29日
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暮らしの情報 BOX

３月３日（土）　午後２時～　児童室
３月14日（水）　午後３時～　関文化交流センター

３月21日（水）　午後３時～　関文化交流センター
３月24日（土）　午後２時～　企画展示ホール

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ ３月の催し 市立図書館（☎82－0542）
関図書室　（☎96－1036）※参加費無料

おはなしの会 組みひも教室

子どもアニメ映画会

第一部
と　き　３月４日（日）　午後２時～
内　容　親鸞について考える～絵伝をもとに～
第二部
と　き　３月11日（日）　午後２時～
内　容　死について考える　
共通事項
ところ　企画展示ホール
講　師　山口淳有さん
定　員　30人（先着順）

読書教養講座（申込不要） と　き　３月１日（木）～ 31日（土）
ところ　企画展示ホール

川柳・詩展示会

と　き　３月１日（木）～ 31日（土）
ところ　企画展示ホール

国際交流展示会

と　き　３月25日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
講　師　くみひもサークル
定　員　10人（先着順）
申込期限　３月22日（木）

●市立図書館…６日（火）、13日（火）、21日（水）、
　　　　　　　23日（金）、27日（火）
●関図書室…毎週月曜日、23日（金）

休館日

テレホン童話
２月19日～３月10日　番犬十吉
３月11日～ 31日　災害救援猫

☎83－0874　（3分間の創作童話）
おはなし

三重の木で家を建てよう
木の家建築展

と　き　２月18日（土）、19日（日）
　　　　午前９時～午後５時
ところ　鈴鹿ハンター　サブコート
内　容　
▷建築作品パネル展示
▷建築相談（新築、リフォーム、
　耐震）

▷いす・模型展示
▷建具工による木工教室、絵手
　紙教室（いずれも午前10時～
　午後４時）
問合先　（社）三重県建築士会鈴
　鹿支部　すずか木造塾事務局
　（☎059－378－0572）

第23回日本一小さい文化祭

　こころの文化をかめやまから発
信する文化祭を開催します。
と　き　２月28日（火）～３月７日（水）
　　　　午前９時～午後９時
※３月７日は午後５時まで
ところ　市民協働センター「みら
　い」
問合先　伊藤（☎090－7695－4270）

ボランティア「欅の会」会員募集

　県立美術館で活動するボラン
ティア団体の会員を募集します。
募集人数　20人（応募多数は抽選）
応募資格　18歳（高校生を除く）
　～66歳で、養成講座受講後に
　月４回以上活動できる人
募集期間　４月１日（日）～６月
　30日（土）
会　費　無料
申込方法　県立美術館受付へ電
　話または直接お申し込みくだ
　さい。
申込・問合先　県立美術館ボラ
　ンティア「欅の会」（☎059－227
　－2100）

けやき

じゅんゆう
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子育て支援センターの催し子育て支援センターの催し

　　　　　　　　　　　　  
　　　　　※母子健康手帳を持参
　７日（水）　13:30～ 14:30　あいあい
　　　　　　　　　※平成22年８月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　22日（木）　あいあい
　　　　　　※平成20年９月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　15日（木）　あいあい

広報ガイド 3月

亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ
７・21・28日（水） 10:30 ～ 11:00

かるがも会(子育て支援の会)
14日(水) 10:30 ～ 11:00
かるがも親子タイム

マミーズおはなしボックス
16日（金） 10:30 ～ 11:00

保健だより保健だより
健康福祉部健康推進室　☎84－3316

育児相談

1歳６カ月児健診

3歳児健診

関子育て支援センター　☎96－0181

亀山愛児園「コスモス倶楽部」　☎83－1523

作って遊ぼう（おひなさまを作ろう）
1日（木） 10:30 ～ 11:30

ひな祭り会（要予約）
2日（金） 10:00 ～ 11:00

読み聞かせの会（手遊び　絵本の読み聞かせ）
15日（木） 11:00 ～ 11:30

野登ルンビニ園支援センター「のんの」　☎85－8030

遊ぼうデー
7・14日（水） 10:00 ～ 11:30

リトミック
1・8・15日（木） 10:30 ～ 11:00

ぽっぽくらぶ
7・14・21・28日（水） 10:30 ～ 11:00

ひまわりママと遊ぼう
8日（木） 10:30 ～ 11:00

ライオンキッズ読み聞かせの会
22日（木） 10:30 ～ 11:00

※診療時間は13:00 ～ 21:00。当番医が変更になる場合もありますので、必ず電話で確認して
　から受診してください。
※問い合わせは救急医療情報センター (☎82－1199)、市役所(☎82－1111)へ 

各種相談

休日の当番医休日の当番医

人権相談

市役所1階小会議室
（☎84－5066）

７日（水） 13:00～15:00

26日（月） 13:00～15:00

9日（金） 10:00～15:00

21日（水） 13:00～15:00

19日（月）

30日（金)

よろず人権相談

心配ごと相談

15日（木）

ボランティア相談

9日（金）

身体障害者相談

9日（金）

知的障害者相談

21日（水）

子ども医療相談

21日（水）

療育手帳の相談・判定

１日（木）

21日（水） 9:10～15:50

青少年相談 月～金曜日 9:00～17:00

家庭児童相談

市民活動何でも相談
相談員による相談。
予約制（１カ月前から受付）

法律相談
弁護士による相談。
予約制（1カ月前から受付）

行政相談
行政に関わる意見、要望、
困っていることなどの相談

公証人相談
遺言、相続・契約に関する相談。
予約制（1カ月前から受付）

９ ・ 23日
（金）

ハッピー胃腸クリニック（本町二丁目　☎82－0017） 
三井耳鼻咽喉科医院（栄町　☎82－4133）
さかえ整形外科（栄町　☎97－3335）  
みえ呼吸嚥下リハビリクリニック（アイリス町　☎84－3536）
伊東医院（野村三丁目　☎82－0405）  
かつき内科（東町一丁目　☎84－5858）  
亀山医院（本町三丁目　☎82－0015）

4日（日）
 
11日（日）
18日（日）

20日（祝）
25日（日）

関支所1階応接室1
（☎84－5066）

関支所1階応接室1
（☎84－5007）

市役所1階市民対話室
（☎84－5007）

市役所1階市民対話室
（☎84－5007）

市役所1階市民対話室
（☎84－5007）

青少年総合支援センター
（☎82－7550）

あいあい
児童精神科医

（☎83－2425）

あいあい
児童相談所職員

（☎83－2425）

月～金曜日 9:00～17:00（子ども虐待およびDVなどを含む）

月～金曜日 9:00～16:00
鈴鹿亀山消費生活センター 
（☎059－375－7611）

消費生活問題の相談
消費生活専門相談員による相談

あいあい（☎83－2425）

13:00～16:30

13:30～15:50

13:00～15:00

13:00～15:00

13:30～16:00

13:00～15:00

13:00～15:00

13:50～17:00

13:00～15:00

あいあい（☎84－5066）

あいあい（☎82－8184）

あいあい（☎82－7985）

あいあい（☎84－3313）

あいあい（☎84－3313）

あいあい（☎82－8184）

26日（月)
市民協働センター「みらい」

（☎84－5008）13:00～17:00
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楢原
煌貴 くん（右） 平成23年2月10日生まれ

な ら は ら

こうき

父 母宗さん 真紀さん （田村町）
イタズラな２人☆いつも元気いっぱいです！

くん（左） 平成19年2月2日生まれ嵩翔
たかと

新
楓蓮 くん（下） 平成22年3月4日生まれ

あたらし

か れ ん

父 母正二郎さん 紗矢香さん（関町木崎）
３人で怒って泣いて、最後は笑って笑顔が一番！

くん（右上）平成20年4月10日生まれ蓮穏
れおん
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市民記者が行く!!市民記者が行く!!

友人との再会を喜ぶ森口さん（写真右）

市民記者市民記者市民記者市民記者ががががががが行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!

広報かめやまは、再生紙および大豆油インキを使用しています。

 　１月８日、市文化会館で成
人式が行われました。
　私も、亀山市の新成人の一
人として式に出席させていた
だきました。晴天に恵まれ、
成人式にふさわしい一日とな
りました。

　華やかな振袖や袴に身を包み、普段とは違う自
分の姿が何となくうれしい“気持ち”。
　友人と久しぶりに再会し、懐かしい話ができる
“喜び”。
　成人を向かえた今、改めて自分の夢を再確認
し、それに向かってまっすぐな強い“まなざし”。
　社会の一員になったことを自覚し、落ち着いた
頼もしい“雰囲気”――。というように、新成人の
皆さんの様子はさまざまでしたが、私にはすべて
の人の表情が希望に満ちて、キラキラ輝いている
ように見えました。この日は皆さんにとって、一
生心に残る、大切な思い出の1つになったと思い

ます。
　式では、新成人代表の葛西さん、安藤さん、真
弓さんが「新成人のことば」として、それぞれの思
いを立派に語ってくれました。それを聞いてあら
ためて私も、社会の一員になったことを自覚し、
恥じない大人にならなくてはいけないと感じさせ
られました。
　今まで支えてくださった家族、先生、友人、私
に関わってくださったすべての人々に感謝し、こ
れからは私がこの人たちを支え、頼りにしてもら
えるような大人になりたいと思います。

森口　文菜さん
（山下町）

市民記者

成人式
～大人としての一歩を踏み出す～
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